
 

令和３年度 大阪市城東区社会福祉協議会 事業報告 

 

 

  令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の第４波・第５波の影響もあり、 

地域福祉活動は、人と人とがふれあい・交流する対面型の活動は軒並み中止や 

延期となったが、会食型から配食型に切り替えて高齢者食事サービス活動を継 

続する地域や、Zoomや Teamsなどのオンラインを導入した交流活動の実施、対 

面型とオンライン型を併用したハイブリッド形式の導入など、『ウィズ･コロナ』 

を想定した活動やその支援を行った。 

地域支援部門では、３密を避けるため、子育て中の親が交流や情報交換する 

『親子カフェ』をオンラインを併用して開催したり、外出や運動する機会が減っ 

ている高齢者を対象としたウォーキングイベントの実施や、区内の史跡巡りを紹 

介する動画の作成と配信に取り組むなど、コロナ禍での新しい活動を創出した。 

生活支援部門では、コロナ禍が長引く影響から生活福祉資金の新型コロナウイ 

ルス感染症特例貸付や住居確保給付金等の度重なる受付期間延長への対応をはじ 

め、生活困窮に関する相談及び支援を行った。また、地域における見守りネット 

ワーク強化事業では、要援護者名簿を活用した地域の見守り活動等への支援のほ 

か、孤立しがちな方や複合的課題を抱える方への支援、行方不明者の早期発見の 

ネットワーク構築と推進に取り組んだ。 

相談支援部門では、高齢者や認知症者等を支援するため多職種連携を推進する 

専門機関等との会議や連絡会の開催のほか、認知症予防や啓発のための講演会や 

映画会を開催するなど、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しながら事業を 

推進した。 

  その他、生活支援体制整備事業では、新たに地域包括圏域を担当する第２層生 

 活支援コーディネーターを配置し活動支援及び協議体会議を開催したほか、終活 

 相談事業『ハッピーエンド』では、１０月より本格的な相談事業を実施し、多く 

 の問い合わせへの対応を行った。 

また、当該年度は、本会設立７０周年・法人化４５周年の年であったが、コロ 

ナ禍のため記念式典は執り行わず、表彰・感謝状の贈呈や記念誌や啓発物品を配 

布した。 

  なお、令和４年度以降の３つの公募事業に応募し、地域包括支援センター並び 

に認知症強化型地域包括支援センター事業、生活困窮者自立支援事業、子ども・ 

子育てプラザに関する事業の受託が決定した。 

 

 

 

 

 

 



１ 管理運営部門 

（１）会 議 

①理事会 

開 催 日 場    所 

令和 ３年 ５月３１日（月） 

 

区在宅サービスセンター ゆうゆう 

 

令和 ３年 ６月１６日（水） 

令和 ３年１２月 ３日（金） 

令和 ４年 ３月１１日（金） 

 

②評議員会 

開 催 日 場    所 

令和 ３年 ６月１６日（水） 
城東区民センターホール 

令和 ３年１２月１３日（月） 

令和 ４年 ３月２３日（水） 書面開催 

 

③評議員選任・解任委員会 

開 催 日 場    所 

令和 ３年 ６月 ７日（月） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

 

④校下社会福祉協議会会長会 

開 催 日 場    所 

令和 ３年 ４月２８日（水） 書面開催 

令和 ３年 ５月２５日（火） 

城東区役所 令和 ３年 ６月２２日（火） 

令和 ３年１２月２３日（木） 

 

⑤役員会 

開 催 日 場    所 

令和 ３年 ９月 １４日（火） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

 

 



（２）会員制度 

  ①組織構成会員     １９団体 

  ②住民会員       ９４２人 

  ③賛助会員        ８法人 

 

（３）規程・規則等の制定・改正 

  ①経理規程（改定）           令和４年 ４月 １日より施行 

②職員就業規則（改定）          令和４年 ４月 １日より施行 

③常勤嘱託就業規則（改定）        令和４年 ４月 １日より施行 

④臨時職員就業規則（改定）       令和４年 ４月 １日より施行 

  ⑤個人情報保護規定（改定）       令和４年 ４月 １日より施行 

 

（４）研修会 

災害ボランティアの活動内容や災害ボランティアセンターの役割や基礎知識

を学び、いざというときに災害ボランティアとして活動できる人材をを養成する

ために、一般区民・職員を対象にセミナーを開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）共同募金運動への協力 

校下社協が窓口となり、毎年１０月から１２月末の期間に戸別募金・街頭募

金・バッチ募金・ダイレクト募金や小・中学校で行う募金などさまざまな形で取

り組まれた。集められた寄付金は、福祉施設に配分されるほか、区社協を通じて

区内の団体や校下社協へ地域福祉の推進を目的とした事業や行事等に活用した。 

 

 

 

（６）硬貨募金運動 

   この運動は昭和４１年に１円玉募金として始まり、昭和５１年に名称を硬貨募

金運動に変更したが、令和３年度で５６回目を迎え今もなお開始当時の精神は受

け継がれている。校下社協が窓口となり、地域振興会の協力のもと行われており、

寄付金は高齢者・障がい者・青少年福祉事業に活用した。 

 

日    時 令和３年１１月１２日（金） 

場     所 オンラインおよび区在宅サービスセンター ゆうゆう 

講演テーマ 災害ボランティア養成講座 

講     師 一般社団法人ピースボート災害支援センター（PBV） 

参 加 者 数 ２１人（会場参加：１０人 オンライン参加：１１人） 

令和３年度実績額 金１０，５８４，４５２円 



 

（７）善意銀行 

  ①預託及び払出 

 

 

②善意銀行運営委員会の開催 

開催日 場  所 

令和 ３年 ５月３１日（月） 
区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年 ９月１４日（火） 

 

２ 地域支援部門 

（１）城東区地域福祉アクションプランの推進 

  地域ごとに異なる福祉課題の解決に向け、平成２３年度に各校下に発足した

「校下アクションプラン・プロジェクトチーム」による活動の支援を行った。   

   昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のためプロジェクトチー 

ムリーダー会議、プロジェクトチーム全体会議、区民まつり出展が中止となった。 

なお、区民への啓発として、１１月２８日(土)に蒲生公園で行われたマルシェ

にアクションプラン活動を紹介するブースを設け、周知を行った。 

 

令和３年度実績額 金７，４６７，１２２円 

預託件数 預託金額（内容） 

金銭預託 ５件 ２９５，０００円 

払出内容 払 出 先 

高齢者月間・敬老の日記念行事 

（１，６５９，１８７円） 
各校下社会福祉協議会 

ボランティア応援資金 

（  ６８０，０００円） 
各ボランティアグループ１８団体 

福祉活動助成金等 

（   ８０，０００円） 
各種団体１団体 

地域支援事業助成金 

（  １２５，２２６円） 
地域１団体 

一般払出 

（        ０円） 
０件 

緊急食料品等給付 

（   ３１，９００円） 
給付１３件 



①校下アクションプラン・プロジェクトチーム会議 

開 催 日 場  所 

令和３年 ４月～随時 各校下 

 

②城東区地域福祉アクションプラン・プロジェクトチーム全体会議 

開 催 日 場  所 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

 

  ③城東区地域福祉アクションプラン・プロジェクトチームリーダー会議 

開 催 日       場  所 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

 

④城東区地域福祉アクションプラン・区民まつり実行委員会 

開 催 日 場  所 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

 

⑤城東区地域福祉アクションプラン事務局会議 

開 催 日 場  所 

令和 ４年 ２月２４日（木） 区在宅サービスセンターゆうゆう 

 

（２）地域福祉活動推進事業 

コロナ禍においても地域のつながりを絶やさず、住民が生きがいをもって安心

して生活ができるよう、住民のニーズに適切なサービスを結び付けていく支援活

動や、地域住民の参加と協力による支え合い、助け合い活動の推進体制を整備す

る活動といった地域福祉の推進を行った。 

 

①校下社会福祉協議会 

   １６校下社協において各地区の特性を生かし、取り組まれている「ふれあい喫

茶」や「子育て支援活動」、「声かけ訪問活動」などが新型コロナウイルス感染

拡大防止のため自粛となるなか、新たな居場所づくりの立ち上げや新規事業の

提案などにより活動支援を行った。 

 

  ②地域支援調整チーム実務者会議「高齢者支援専門部会」の運営 

区内の高齢者の実態把握、課題集約を行うことにより、地域福祉の推進を図る

ことを目的として、隔月第４金曜日に定例会の開催した。 



開 催 日 場  所 

令和 ３年 ５月２８日（金） 新型コロナ感染拡大防止のため開催中止 

令和 ３年 ７月２３日（金） 区在宅サービスセンター（オンライン開催） 

令和 ３年 ９月２４日（金） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年１１月２６日（金） 城東区役所 

令和 ４年 １月２８日（金） 城東区役所書面開催 

令和 ４年 ３月１４日（月） 城東区民センターホール 

 

  ③地域支援調整チーム実務者会議「障がい部会」への参画 

区内の障がい者の実態把握、課題集約を行うことにより、地域福祉の推進 

を図ることを目的として開催されている部会に参画した。 

 

ア）運営会議 

開 催 日 場  所 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

イ）地域自立支援協議会全体会 

開 催 日 場  所 

令和 ３年１１月２５日（木） 城東区民センターホール 

 

④地域支援調整チーム実務者会議「子ども部会(子育て支援連絡会)」への参画 

区内の子育て支援の実態把握、課題集約を行うことにより、地域福祉の推進を

図ることを目的として開催されている部会に参画した。 

開 催 日 場  所 

令和 ３年 ４月２７日（火） 

城東区役所 

令和 ３年 ６月２９日（火） 

令和 ３年 ８月３１日（火） 

令和 ３年１０月１２日（火） 

令和 ３年１２月 ７日（火） 

令和 ４年 ２月 ８日（火） 

 

⑤城東区災害ボランティアセンター検討会議の開催 

災害発生時のボランティアコーディネーションの中核を担う災害ボランテ 

ィアセンターのあり方について、関係者との検討会議を行った。 

開 催 日 場  所 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 



（３）ソーシャルインクルージョン推進事業 

「社会的弱者を社会から排除するのではなく、地域社会の中でともに助け合っ

て生きていく」というソーシャルインクルージョンの考え方のもと、すべての住

民が住み慣れた地域で、自分らしく、安心して暮らせる地域づくりを進めるため

に、地域の団体や企業、施設、学校等と連携を図り、平常時よりつながりを深め

ながら災害時に備えるとともに、地域の実情に応じた課題を解決できる新たな地

域福祉システムの構築をめざすことを目的に、災害時要援護者支援事業、城東区

地域福祉アクションプラン推進支援事業を実施した。 

 

①地域福祉支援員連絡会の開催 

開 催 日 場  所 

令和３年  ７月１４日（水） 区在宅サービスセンターゆうゆう 多目的室 

令和３年 １０月１３日（水） 城東区役所２階 区民ホール 

令和３年 １１月１０日（水） 区在宅サービスセンターゆうゆう 多目的室 

令和３年 １２月 ８日（水） 城東区役所２階 区民ホール 

令和４年  １月１２日（水） 区在宅サービスセンターゆうゆう 多目的室 

令和４年  ３月 ９日（水） 城東区役所２階 区民ホール 

※８・９・２月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止した。 

※４月～５月にかけて、各憩いの家に出向き、地域状況のヒアリングを実施した。 

※５月２５日～６月３日、６月２３～２４日にかけて「DVD 視聴による研修」 

を実施した。 

 

②その他関連業務の実施 

・地域福祉支援員活動の支援（常時） 

・地域福祉支援員活動事務用品の調達支援 

・地域福祉支援員活動日報・月報・年間活動報告のとりまとめ 

・地域福祉支援員の報酬の支出、および支出にかかる税務処理等庶務業務 

 

（４）高齢者福祉月間運動の推進 

毎年９月の高齢者福祉月間に８０歳以上の方、金婚夫婦を対象に祝い品を贈呈 

している。（調査・配付は校下社協を通じ行なった） 

令和３年度の８０歳以上の方は１１，５８０人で、区内最高齢者は１０７歳の 

女性、金婚夫婦は３０１組。また、例年、高齢者訪問を民生委員協議会と共催で 

行っていたが、新型コロナウイルス感染予防の観点から中止を決定した。 

 

（５）福祉教育の推進 

小・中学校、地域団体、ボランティアグループ等に福祉教育として、車椅子・ 

アイマスクを使用しての実技やゲストティーチャーによる講義を行った。令和３ 

年度は、主に小学校に協力し、指導を行った。 

 



 

（６）子育て支援事業 

子育ての不安感の軽減を図ることを目的に、「わくわくする子育て」「子育ては

楽しい」をコンセプトとして区内の関係機関などと共催で「わくわく子育てフェ

スティバル」を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染予防の観点から中

止を決定した。 

また、子育て中の方を対象にヨガやカフェを通して育児疲れの緩和を行うととも 

に、子育てにおける困りごとなどを当事者同士で情報交換・支えあいの場となる 

「親子カフェ」を開催。今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、 

オンラインを併用して開催した。 

「親子カフェ」 

開 催 日 場  所 

令和 ３年 ７月１５日（木） 

区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年 ９月３０日（木） 

令和 ３年１０月２８日（木） 

令和 ３年１１月１８日（木） 

令和 ３年１２月２３日（木） 

 

（７）当事者支援事業 

   発達障がい、不登校・ひきこもりなどの当事者、家族、支援者などが集まり、

悩みや不安感の軽減を図ることを目的に、集いの機会を設けた。 

 

① 発達障がいを考える会（カラフル） 

開 催 日 場  所 

令和 ３年 ４月１７日（土） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年 ５月１５日（土） 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

令和 ３年 ６月１９日（土） 

令和 ３年 ７月１７日（土） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年 ８月２１日（土） 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

令和 ３年 ９月１８日（土） 

開 催 日 学 校・団 体 等 実人数 

令和 ３年１１月 ２日（火） 
東中浜小学校３年生  １００人 

令和 ３年１１月 ４日（木） 

令和 ３年１１月２２日（月） 榎並小学校３年生 ７５人 



令和 ３年１０月１６日（土） 

区在宅サービスセンター ゆうゆう 
令和 ３年１１月２０日（土） 

令和 ３年１２月１８日（土） 

令和 ４年 １月１５日（土） 

令和 ４年 ２月１９日（土） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

令和 ４年 ３月１９日（土） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

参加者数：延べ１４４人 

 

② 不登校・ひきこもり親の会（ほっとタイム） 

令和 ３年 ４月１７日（土） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年 ５月１５日（土） 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

令和 ３年 ６月１９日（土） 

令和 ３年 ７月１７日（土） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和 ３年 ８月２１日（土） 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

令和 ３年 ９月１８日（土） 

令和 ３年１０月１６日（土） 

区在宅サービスセンター ゆうゆう 
令和 ３年１１月２０日（土） 

令和 ３年１２月１８日（土） 

令和 ４年 １月１５日（土） 

令和 ４年 ２月１９日（土） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

令和 ４年 ３月１９日（土） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

参加者数：延べ７８人   

 

（８）認知症サポーター養成講座 

   認知症を理解し、認知症の本人やその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域を

つくっていくために、「認知症を知り、地域をつくる１０ヵ年キャンペーン」の

一環として、区社協でも、地域の方々を対象に「認知症サポーター養成講座」を

開催した。 

各関係機関の連携・協働にて「キャラバンメイト連絡会」を発足し、地域にお

いての「サポーター養成講座」開催し、推進役を担っている。 

 開 催 日 対 象 者 参加者数 

１ 令和 ３年 ６月２３日(水） 大阪信用金庫城東支店 ８人 

２ 令和 ３年 ６月２４日(木） 大阪信用金庫放出支店 １０人 



  

（９）車椅子貸し出し事業 

通院など急に車椅子が必要な場合や、一時的な使用に区民に貸し出しを行った。

貸し出し期間は、１ヶ月以内。 

 

 

 

 

 

（１０）ボランティア･市民活動センター事業 

①登録者数（令和４年３月３１日現在） 

個 人 グループ 

１５３人 ４２グループ ３４６人 

 

②ボランティア（個人・グループ）連絡会 

 事  業  名  称 備考（内容等） 

１ 

令和 ３年１２月３日(金)、

４日(土)、５日(日) 

 

※子ども・子育てプラザと共催 

防災とコロナを考える３日間 

子どもを抱えた防災とコロナ・防災目線で

街歩き・エコキャンドル作り・AED 普通救

命講座 

２ 令和 ４年 ３月２９日（水） 

ボランティア連絡会 

センターからの連絡事項、情報交換等 

学習会「みんなで一緒に楽しく学ぼう！始

めよう！新しい防災講座」 

参加者 会場１４人、オンライン２人 

 

 ③ボランティア養成事業 

 事 業 名 称 備考（内容・延べ参加人数等） 

１ 

スマホサポーター養

成講座 

 

※生活支援体制整備事業と共催 

令和４年１月７日（金）、１４日（金）、１９日（水） 

・基本操作とサポーターとしての心構え 

・インターネットの活用方法を考えよう 

・LINEでのコミュニケーション方法を伝えよう 

３ 令和 ３年 ７月 ３日(土） 菫中学校１年生 ２５６人 

４ 令和 ３年１０月２７日（水） 区民向け講座① １８人 

５ 令和 ３年１０月２７日（水） 区民向け講座② １７人 

６ 令和 ３年１１月２９日（月） すみれ小学校３年生 ８９人 

７ 令和 ３年１２月１６日（木） 関目小学校５年生 ７０人 

８ 令和 ３年１２月２１日（火） 地域役員（放出憩の家） １３人 

 合計 ８回  ４８１人 

団   体 個   人 

０団体   ０台 延べ２０２人 延べ２０２台 



２ 

子育て支援ボランテ

ィア講座 

全９回(東成区 4 回、

城東区 5回） 

令和３年９月３日（金）、１０日（金）、１７日(金)、

２４日（金）、１０月１日（金）、８日（金）、１５

日（金）、２２日（金）、２９日（金） 

 (ファミリー・サポート・センター事業提供会員講座を兼ねる) 

・乳幼児期の心とからだ 

・子どもの栄養と食事 

・障がいのある子どもとの関わり 

・乳幼児期の絵本の役割等 

 

④活動支援事業 

 事 業 名      内    容 

１ 
傾聴ボランティアグループ

「ゆずは」 

定例会への参加  

活動先の受給調整等 

２ 
子育て支援ボランティアグル

ープ「あ・の・ね」 

定例会への参加 

（情報提供・相談支援） 

３ ゆうとゆう会 
定例会への参加 

活動（カフェなごみ）再開支援 

４ ゆう和会 定例会への参加 

５ 任意団体 君彩 ダブルケアセミナー開催に向けての支援 

６ 蒲生公園にぎわいマルシェ ステージ出展参加への支援 

 

⑤ボランティア・市民活動センター準備委員会及び運営委員会 

   ボランティア・市民活動センターでは、センターの機能強化、また、従来の活

動者以外の層の人達の参画やＮＰＯなど多分野の団体と連携して、地域のニーズ

に合った新たな取り組みや仕組みを構築していくため、委員会を開催した。 

  参加メンバー：ＮＰＯ代表、ボランティアグループ代表、学識経験者 

         市社協担当者（オブザーバー） 

 

（１１）生活支援体制整備事業 

令和３年度より地域資源の創出等に係る体制強化のため、第２層生活支援コ

ーディネーターを各日常生活圏域に配置し、圏域単位でのネットワーク構築や

課題抽出、情報共有のために第２層協議体を設置した。 

また、地域資源の創出に加えて新型コロナウイルス感染症の影響により高齢

者の外出機会が減少することでの心身機能の低下を防ぐためにウォーキングイ

ベントを実施する他、高齢者によるスマートフォンの活用促進を目的としたス

マホサポーターの養成やスマホに関する講習会の企画を実施した。 

令和 ３年 ４月２１日（水） 運営方針について 

令和 ４年 ３月１６日（水） 運営委員会について 



 

①地域資源の創出 

   新規立ち上げ     ３件 

   既存資源の拡充    ３件 

既存資源の継続支援 １０件 

 

②第１層協議体の開催 

開 催 日 場  所 

令和３年 ６月 １日（火） 
区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和４年 ３月 １日（火） 

 

③第２層協議体の開催 

開 催 日 場  所 

令和３年１０月１９日（火） 区在宅サービスセンター ゆうゆう 

令和３年１１月１９日（金） 放出憩の家 

令和３年１１月２２日（月） コミュニティホールしぎの 

令和３年１２月 ９日（木） 菫憩の家 

 

④担い手養成講座・ワークショップ等の開催 

  事 業 名 称 備考（内容・延べ参加人数等） 

１ 

地域福祉フォーラム 

『つながりつづける地

域をめざして』 

令和３年９月２８日（火） 

講師：新崎 国広 氏（大阪教育大学 教育学部 

教育協働学科 教授） 

事例提供：男のカフェ「火の鳥」（旭区）、 

毛馬コーポゆうゆうクラブ（都島区） 

※ハイブリッド形式にてオンラインおよび区内 

５カ所のサテライト会場にて開催 

参加人数延べ８０人 

２ 

 

 

城東区まちあるき み

んなで「あ・る・こ」

（ウォーキングイベン

ト） 

 

 

令和３年１１月２９日（月）、１２月２日（木）、

６日（月） 

・ウォーキングマップ“じょうとう「あ・る・

こ」”（史跡ひょっこり編）に掲載する全コース

を巡る。        

参加人数延べ４９人 

 



３ 

スマホサポーター 

養成講座 

 

※ボランティア・市民活動センターと共催  

令和４年１月７日（金）、１４日（金）、１９日

（水） 

・スマートフォンの基本操作やインターネット

使用時の注意点、ＬＩＮＥの機能について 等         

参加人数延べ３４人 

４ スマホ講習会＆相談会 

令和４年１月３１日（月）、２月３日（木）、２

月１８日（金）、２２日（火） 

・スマートフォンの基本操作について 

参加人数延べ４７人 

※スマホサポーター７人が講師補助として参加 

 

（１２）介護予防教室事業 

６５歳以上の介護保険の第一号被保険者及びその支援に関わる方、閉じこも 

りがちな高齢者の介護予防に資する通いの場を確保し健康運動指導士や管理栄 

養士、歯科衛生士などの専門家の指導を受け介護教室予防事業を行った。 

 

介護予防教室事業の内容及び参加者延べ人数 

開催箇所 開催回数 利用人数 

３３カ所 全３２５回 ２，６５１人 

 

（１３）子育て活動支援・つどいの広場事業（城東区子ども・子育てプラザ） 

①子育て活動支援事業 

次代を担う子どもの健やかな育成を図り、家庭や地域の子育て力を高めるため、

在宅で子育てを行っている家庭や地域の子育て活動を支援するとともに、乳幼

児期の親子や子育て支援関係者、就学期の子どもたちが集い交流する機会を提

供し、地域福祉活動の推進を図った。 

子育て中の親子の支援 ３，４８１人 

児童の健全育成 １，９４９人 

地域関連事業 ３９０人 

自主的な子育て活動支援 ３２７人 

その他（一般利用・区事業） ６３０人 

計 ６，７７７人 

 

 



利用登録者数 

 

②地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業） 

乳幼児期の子どもを持つ親と子どもが、気軽に集い交流することや、育児相談な 

どが出来る機会を提供することにより、子育てへの負担感の緩和を図り安心して 

子育て・子育ちができるための事業を実施した。 

交流の場の提供と促進 ４，２１０人 

子育て支援講座 ５６９人（再掲） 

ブックスタート事業 １４７人（再掲） 

計 ４，９２６人 

 

利用登録者 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳以上 保護者 計 

２００人 １８７人 ８９人 ７７人 １１９人 ６７２人 １，３４４人 

 

③ファミリー・サポート・センター事業 

子どもの預かり・幼稚園や保育園などへの送迎など、臨時的・突発的な保育ニ－ 

ズに応えるために、子育ての援助を行いたい人（提供会員）と援助を受けたい人 

（依頼会員）を組織化し、会員同士による子育ての相互援助活動を実施するため 

の調整業務を行った。 

交流会 １３人 

学習会 ２２人 

計 ３５人 

 

[会員登録数] 

依頼会員 ２３８人 

提供会員 ５８人 

両方会員 １０人 

計 ３０６人 

総ペア数 ２９５組 

年間活動件数 ７８２件 

子育て活動支援事業 

（３事業）利用総数 
１２，４８５人 

 

小学１～３年生 小学４～６年生 中高校生 総計 

６４人 １１６人 ２８人 ２０８人 



（１４）社会福祉施設連絡会の開催 

令和３年 ４月２３日(金) 役員会 

令和３年 ５月２５日(火) 役員会 

令和３年 ６月３０日(水) 

〇総会（書面決議） 決議票提出（５２施設） 

 ・役員改選について 

 ・令和２年度活動報告並びに収支報告について 

 ・令和３年度活動計画並びに収支計画(案)について 

令和３年 ７月１３日(火) 役員会 

令和３年１０月２８日(木) 役員会 

令和３年１２月１０日(金) 

〇学習会（参加人数：３０人） 

 テーマ：「城東区の状況と今後の地域福祉」 

     「子どもたちの状況、不登校」  
令和３年１２月１７日(金) 役員会 

令和４年 ２月１６日(水) 役員会 

令和４年 ３月 ８日(火) 

一水会合同学習会（参加人数：１６人）    

第 1部「コロナ禍で考える施設と地域のつながり・ 

公益的な取組み」 

第２部 情報交換会 

 

（１５）実習生の受入れ 

社会福祉に携わる人材の育成はもとより、区社協業務の啓発も兼ねるため、

実習を希望する団体の受入れを行った。 

  

 

（１６）広報・情報活動の促進 

①広報紙「城東区社協情報 ゆうゆう」の発行 

  区社協の情報を広く区民に周知するため、新聞折込にて４回発行した。 

発 行 日 部  数 配 布 先 

令和 ３  ４月 １日（９２号） 

各５１，０００部 新聞折込にて配布 
令和 ３  ７月 １日（９３号） 

令和 ３ １０月 １日（９４号） 

令和 ４  １月 １日（９５号） 

    期    間 学 校 名 等   実 人 数 

令和 ３年 ８月 １０日（火） 

～９月 ２１日（火） 
関西福祉科学大学 

２６日間（半日実習有） 

１人（１８３時間） 

令和 ３年 １１月 １日（月） 

～１２月１３日（月） 
龍谷大学 

３０日間（半日実習有） 

１人（１８９時間） 



  

②ホームページの充実 

区社協の情報やお知らせ等をホームページでタイムリーに周知した。 

ホームページアドレス  https://www.jyotan-sky.org 

 

③フェイスブックの充実 

   区社協およびボランティア・市民活動センターのフェイスブックにて、区内の

地域福祉活動紹介やイベント案内等の情報周知に努めた。 

 

④YouTubeチャンネルの開設 

   区社協の取組みを中心に区民の生活に役立つ情報を発信することを目的に開

設し、情報周知に努めた。また、コロナ禍により困難となった講演会等の実施

媒体としても活用した。 

   チャンネル登録者：４９人 

   投稿回数：１０件（区社協紹介、講演会アーカイブ配信、自宅でできる体操 等） 

 

（１７）区社協設立７０周年・法人化４５周年記念事業 

    区社協が、昭和２６(１９５１)年１月２９日に設立されて７０年、昭和５１

(１９７６)年９月８日に社会福祉法人格を取得して４５年にあたるため、記念

事業を実施した。（コロナ禍のため、記念式典は開催しなかった） 

①表彰・感謝   ３５人・団体に表彰状又は感謝状と記念品を贈呈 

②記念誌の発行  区社協並びに校下社協の活動紹介を掲載した冊子を作成 

③啓発物品の配布 ７０周年記念ロゴマークを記載したトートバックを配布 

 

３ 生活支援部門 

（１）地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業 

「要援護者の把握」「要援護者世帯の孤立化防止」「地域の支えあいの推進」を目

的に平成２７年度から本事業を推進してきた。 

具体的には下記の取り組み、地域における平時の見守り活動や災害時の避難体

制を強化するため、要援護者を支援するネットワーク構築に向けて実施した。 

 

 



◇機能① 要援護者名簿に係る同意確認・名簿整備 

・行政と地域が保有する要援護者情報を集約 

・要援護者名簿への記載にかかる同意確認 

・要援護者名簿を活用した地域での見守り活動の推進 

ア） 郵送による同意確認 

新規対象者 再発送数 回答数 同意件数 不同意件数 

１，５４４人 １３８件 １，０３５件 ７５６件 ２７９件 

 

イ）訪問による同意確認 

新規対象者 再発送数 回答数 同意件数 不同意件数 

６７８人 ７３４件 １４３件 ９１件 ５２件 

◇機能② 孤立世帯等への専門的対応 

・セルフネグレクト等の困難事例への専門的な支援 

・ライフライン事業者等からの通報への対応 

ア）相談件数 

訪  問 

(個 別) 

訪 問

(個別訪問以外) 
電  話 来  所 

手紙・ﾒｰ

ﾙ・FAX 
その他 合計 

462件 114件 2,795件 282件 101件 211件 3,965件 

イ）相談実人員 

相談実人数 男 女 不明 

５１３人 ２３９人 ２７４人 ０人 

ウ）年齢（内訳） 

0-6歳 7-17歳 18-39歳 40-64歳 65-74歳 75歳－ 不 明 

0人 0人 3人 56人 76人 357人 21人 

エ）属性（内訳） 

要支援・要介

護の高齢者 

要支援･要介

護以外高齢者 

身体障がい

者・児 

知的障がい

者・児 

精神障がい

者・児 

発達障がい

者・児 

難 病 

216人 193人 46人 5人 21人 0人 1人 

引きこもり ごみ屋敷 生活困窮者 子育て中の

保護者 

その他  

7人 0人 5人 0人 19人 



オ）相談内容（内訳） 

 

相談内訳

合計 

6,172件 

経済・生活問題 福祉サービス 保健・医療 介護 子育て 就労 

1,386件 706件 677件 76件 0件 53件 

いきがいづくり 虐待 家族・家庭問題 見守り訪問 ごみ屋敷 その他 

35件 69件 241件 435件 306件 2,188件 

◇機能③ 認知症高齢者等の行方不明時の早期発見 

・行方不明となった時に事前登録した本人情報を協力者にメール配信 

ア）協力者 

                協力者種別 

 

協 力 者

登 録 数

合計 

本市事業

(高齢者

支援 )を

委託して

いる機関 

介護保険

制度関係

団体 

医療関係

団体 

地域関係

団体 

民 生 委

員・児童

委員 

その他 

R3 年度累積登録数 37 件 0 件 0 件 0 件 0 件 6 件 31 件 

R4 年 3 月末現在登録数 417 件 13 件 27 件 77 件 25 件 199 件 76 件 

イ）登録者 

 

期末登録者 

性別内訳 年齢内訳 

男 女 65 歳未満 65-70 歳 70-75 歳 75 歳以上 

R3 年度累積登録数 ５４人 ２８人 ２６人 ３人 ０人 ４人 ４７人 

R4 年 3 月末現在登録数 ２６２人 １０７人 １５５人 ３人 ６人 １１人 ２４２人 

 

 要介護認定情報 

非該当 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

R3 年度累積登録数 ２３人 １人 ０人 １６人 ７人 ５人 ２人 ０人 

R4 年 3 月末現在登録数 ６人 ３０人 ５人 ９９人 ３７人 ２１人 ３人 ２人 

 



 認知症高齢者日常生活自立度 

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ Ｍ 不明 

R3 年度累積登録数 ０人 ０人 ６人 １９人 ６人 ０人 ０人 ０人 ２３人 

R4 年 3 月末現在登録数 ０人 ９人 ３２人 ７２人 ３２人 ９人 ９人 １人 ０人 

ウ）行方不明時発生状況 

配信依頼件数 区 内 区外(市内) 区外(府下) 府 外 

７件 ０件 ６件 １件 ０件 

 

発見件数 

発見内訳 

未発見件数 

協力者による発見 その他による発見 

７件 ０件 ７件 ０件 

 

発見場所 

区内 区外(市内) 区外(府下) 府 外 

１件 ４件 ２件 ０件 

 

（２）あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）  

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の利用に不 

安のある方への「福祉サービス等利用援助」を対象に福祉サービスや預貯金の出 

し入れ、支払い手続きの代行「金銭管理サービス」、通帳、証書類を預かる「預か 

りサービス」を行った。 

 

（３）生活福祉資金貸付事業 

相談者(低所得者世帯､高齢者世帯､障がい者世帯､失業者世帯 等)に対し､資金の

貸付と必要な援助指導を行った。他の部署(生活困窮者自立支援事業､城東区民児協､

民生委員､福祉事務所 等)とも連携を図り､相談者の必要な援助指導を行った。 

 

認知症高齢者等 知的障がい者等 精神障がい者等 その他 計 
 

 
相談援助件数 

６５人 ４３人 ３５人 ０人 １４３人 ８，６１３件 



 ア）貸付申込に関する相談（件数） 

 

福祉資金 教育支援資金 緊急小口資金 
不動産担保型生活資金 

(要保護世帯を含む) 

電話相談 ５７３件 ３９０件 ２４件 １件 

窓口相談 １９２件 １２０件 １６件 ０件 

申込書配布 ２２件 ２４件 ３件 ０件 

決定件数 １９件 ２６件 １件 ０件 

自立支援機関との連携 ５５件 １４件 ３８件 ０件 

 イ）償還等の対応状況（件数） 

 福祉資金 教育支援資金 緊急小口資金 不動産担保型生活資金※  

電話相談 ３５件 ２５件 ２件 ０件 

窓口相談 １３件 １０件 ０件 ０件 

 ※要保護世帯を含む 

 ウ）コロナ特例（件数） 

 緊急小口資金 総合支援資金 

 

電話相談 １，０３８件 ２，２６７件 

窓口相談 １７２件 ２７０件 

決定件数 ８８４件 １，９２０件 

自立支援機関との連携 １，６４６件 

 

（４）生活困窮者自立相談支援事業 

   生活保護の 1つ前のセーフティネットとして、様々な悩み、問題を抱える相談 

者に対し「断らない相談」を実施。相談に来られた方が少しでも早く安心・安定 

した生活を取戻せるよう、住居確保給付金や就労支援、家計改善支援事業等の制 

度に基づく支援と、他関係機関との連携を活用し、対応にあたった。 

今年度については、新型コロナウィルスの影響による生活相談は、若干減少し 

たものの特例貸付及び自立支援金等の受付期間の度重なる延長により各受給者等

の対応も引き続き行った。 

 

 

 



①相談受付件数 

令和３年度 令和２年度 

８４８件 
１，１８１件 

（＋住居確保給付金のみ１０７件） 

 

②プラン策定 

    令和３年度 令和２年度 

プラン策定件数 １１８件 １２３件 

うち初回プラン ９３件 ９１件 

    

就労支援者数 ７６件 ８７件 

住居確保給付金 決定者 ２２件 １６０件 

就労訓練事業 利用者 １件 １件 

就労準備支援事業 利用者 １件 １件 

家計改善支援事業 利用者 １０件 ４件 

不登校支援事業 利用者 ７件 ９件 

 

③評価実施ケース数 

    令和３年度 令和２年度 

評価総数 １１７件 １１１件 

終  結 ９２件 ７９件 

再プラン ２５件 ３２件 

 

④支援会議（実施主体は区役所） 

   （支援同意のない生活困窮のおそれのある世帯への介入検討会議） 

    令和３年度 令和２年度 

  全 体 会 議 １件 ０件 

  個別ケース会議 １４件 ８件 

 

⑤アウトリーチ（訪問支援） 

   令和３年度 令和２年度 

利用者訪問（庁外） ３８８件 ３５３件 

会議等への出席（庁外） ３８件 ２３件 

 

⑥その他実績について 

      令和３年度 令和２年度 

就労達成者 ４３件 ４８件 

増収達成者 １２件 １５件 

 



法律相談（新規）  ３５件  ２７件 

 

緊急食糧品等給付事業 ７件 １２件 

フードバンク ７件 ７件 

その他備蓄食料支援 ３１件 ２３件 

 

無料低額診療利用 ６件 ５件 

 

生活保護へのつなぎ ６５件 

（受給 49～52 件） 

５２件 

（受給 36～40 件） 

 

⑦関係機関との連携（情報共有、イベント等の開催） 

  ・地域ケア会議（個別ケース及び振返り会議） ： ６件 

・総合的な相談支援体制の仕組みづくり事業（通称つながる場） 

個別ケース会議 ： ２件 

  ・城陽地域ケアフォーラム「親が元気なうちにできる手続きのこと」開催協力 

  ・第４回ひまわりフードパントリ―にて出張相談開催 

 

（５）終活相談事業（ハッピーエンド） 

本事業は、城東区在住の概ね６５歳以上の高齢者で、人生の最期を迎えるため

の準備（終活）で悩みや解決したいこと（例：「相続・遺言・遺贈」「葬儀・墓」

「死後事務委任」など）をサポートするもので、堀内基金を財源に令和３年１０

月から相談事業を開始した。 

 

①相談者性別              ②相談経路 

男性 女性 計  電話 来所 その他 計 

４人 １６人 ２０人 １１人 ８人 １人 ２０人 

 

③年齢別 

－59 歳 60-64 歳 65-69 歳 70-74 歳 75-79 歳 80-84 歳 85-89 歳 90 歳- 未記入 合計 

1 人 1 人 1 人 5 人 4 人 3 人 2 人 2 人 1 人 20 人 

 

④相談したい対象                        （※重複有） 

自分のこと きょうだいのこと 配偶者のこと 親のこと 子どものこと  計 

１４件 ２件 ２件 ２件 １件 ２１件 

 



⑤主な相談内容                        （※重複有） 

身元引受人

の不在 

独居生活へ

の不安 

保証人引受

への不安 

遺言作成に

関すること 

財産分与・ 

相続 

配偶者死後

の生活 

１件 １件 １件 １件 ２件 ２件 

財産管理 葬儀・墓 
生前整理・ 

終活 
死後事務 合計 

３件 ４件 ３件 ７件 ２５件 

 

４ 相談支援部門 

（１）地域包括支援センター運営事業 

   大阪市からの委託を受けて、保健師または、地域で活動経験のある看護師や社

会福祉士、主任ケアマネジャーが協力し、高齢者が住みなれた地域でいきいきと

暮らせるように、高齢者とその家族への相談支援に努めた。 

 介護予防事業への参加を必要とする方や、要支援状態の方に対するケアプラン

作成、高齢者虐待など権利擁護を含む様々な相談、ケアマネジャーからの困難事

例の相談に積極的に応じ、解決策を図るために地域や関係機関と連携し、支援体

制の構築を図った。また、介護をされている家族のための介護教室等を開催した。 

介護予防ケアプラン及び介護

予防ケアマネジメント作成数 

延べ 

７，１６３件 

（うち、一部委託数 

    延べ７，０７１件） 

自包括介護予防支援及び予防

ケアマネジメント作成数 
９２件  

総合相談件数 
延べ 

１１，１６５件 

訪問による相談延べ１，７０７件 

電話による相談延べ７，９９１件 

来所による相談延べ１，３００件 

その他による相談 延べ１６７件 

地域ケア会議の開催 ４９回 
個別１９回、振返り２回、自立支援型

２４回、見えてきた課題まとめ４回、 

総合相談窓口連絡会議の開催 １２回 
 

地域密着型サービス運営推進

会議への参加 
１０回 

担当圏域内のグループホームや

デイの運営推進会議への参加 

 

ネットワーク構築のための会

議開催、参加 

 

 

 

 

 

１０８回 

・包括周知・啓発のためのミニ講

演会 

・地域の会議への参加 

・各地区民生委員児童委員連絡会 

・医師会ネットワーク会議 等 



 

①地域包括支援センター連絡会 

会議回数 主な出席者 主な内容 

１２回 

区保健福祉センター、城東区

地域包括支援センター、城

東・放出地域包括支援センタ

ー、城陽地域包括支援センタ

ー、菫・鯰江東地域包括支援

センター、鯰江地域総合相談

窓口、蒲生地域総合相談窓口 

・医師会との連絡会について 

・高齢者虐待について 

・評価について 

・運営協議会について 

・区との連携について 

・保健活動との連携について 

・困難事例について 

 

②認知症支援の多職種連携 

会議回数 主な出席者 主な内容 

９回 

医師会、城東区地域包括支援

センター、城東・放出地域包

括支援センター、城陽地域包

括支援センター、菫・鯰江東

地域包括支援センター、蒲生

地域総合相談窓口、鯰江地域

総合相談窓口、区保健福祉セ

ンター、在宅医療・介護連携

支援相談室、認知症地域支援

推進担当 

認知症支援ネットワーク、認知症支

援関係者会議として開催。 

・令和３年度の取り組みについて 

・地域包括ケアフォーラムについて 

・多職種連携研修会について 

・認知症初期集中支援チームとの連

携について 

・認知症についての地域課題の検討 

 

③認知症予防プログラム 

認知症の理解普及、高齢者の認知症予防と軽度認知機能障がいの早期発見と対応

を目的に認知症予防活動推進連絡会を開催し、参加希望者に参加案内勧奨し「認知

症予防プログラム」を開催した。 

 

 

城東区地域包括支援センター

運営協議会への出席 
３回 

保健福祉センターが開催する運

営協議会への出席（書面開催含） 

介護支援専門員個別相談件数 ２，２２５回 
 

居宅介護支援事業所連絡会の

開催、参加 
８回 

 

介護支援専門員への研修開催 ４回 
 



ア）認知症予防活動推進連絡会 

会議回数 主な出席者 主な内容 

７回 

城東区地域包括支援センター、

城東・放出地域包括支援センタ

ー、城陽地域包括支援センタ

ー、菫・鯰江東地域包括支援セ

ンター、蒲生地域総合相談窓

口、鯰江地域総合相談窓口キャ

ラバンメイト連絡会 

・認知症予防講演会の開催につい

て 

・各包括の認知症予防プログラム

の実施内容について報告、検討 

・認知症予防啓発リーフレットの

配布について 

 

イ）認知症及び認知症予防講演会の実施 

開催日・会場 主な出席者 内 容 

令和３年１０月２２日（金） 

区在宅サービスセンター 

オンライン（ZOOM） 

各包括圏域サテライト会場 

一般住民 

 

講演会「認知症を生きる人の思いを

分かち合う」 

講師：都村尚子氏 

※感染対策を講じハイブリッド形式で開催した。 

ウ）認知症予防プログラムの実施 

開催日・会場 主な出席者 内 容 

①令和３年 ５月２８日（金） 

②令和３年１０月２６日（火） 

③令和３年１１月２４日（水） 

区在宅サービスセンター 

一般住民 

①「認知症への備えともしもの時の

ための人生会議について」 

②「お薬と認知症について」 

③「認知症への備え～栄養・口腔編」 

 

④ 高齢者総合相談窓口(ブランチ)連絡会 

開催回数 主な出席者・人数 内 容 

１２回 

蒲生地域総合相談窓口、

鯰江地域総合相談窓口、

城東区地域包括支援セ

ンター 各回６人 

・事務連絡、情報交換 

・今年度活動について 

・活動方針、計画について 

・支援事例の共有 

 

⑤ 高齢者虐待防止に係る周知・啓発 

  各地区民生委員児童委員連絡会にて、大阪市作成のリーフレットを配布し啓発

を行った。 

主な出席者 会 場 

鯰江地域民生委員、主任児童委員 鯰江憩の家 

成育地域民生委員、主任児童委員 成育公園集会所 



聖賢地域民生委員、主任児童委員  区民センター 他 

榎並地域民生委員、主任児童委員、地域福祉支援員            榎並福祉会館 

 

⑥ 城東区ネットワーク会議 

開催回数 主な出席者・人数 内 容 

３回 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、医師

会訪看、野江訪看、在宅医療コーディ

ネーター、在宅歯科コーディネータ

ー、済生会野江病院、介護支援専門員

協会、居宅介護支援事業者連絡会、リ

ハビリテーション事業所連絡会、認知

症初期集中支援チーム、区保健福祉セ

ンター、城東・放出地域包括支援セン

ター、城陽地域包括支援センター、

菫・鯰江東地域包括支援センター、城

東区地域包括支援センター 

各回約３０人 

・意思決定支援、区民還元 

・多職種研修会について 

・区民講演会について 

・認知症ケアパス（認知症

あんしんガイド等）につい

て 

・各ワーキンググループか

らの経過報告 

・令和３年度コロナ禍の各

機関における感染対策な

どの活動について  

 
 

⑦ 介護者家族の集い(城東かぼちゃの会) 

開催回数 主な出席者・人数 主な内容 

８回 

かぼちゃの会会員、 

デイサービス事業所、見守り相談

室、城東区地域包括支援センター 

各回９～１５人程度の参加 

・介護状況報告 

・家族介護支援事業の案内 

・情報提供 

・その他連絡事項 

 

⑧ その他 

ア）キャラバンメイト連絡会（参加） 

開催回数 主な出席者・人数 主な内容 

１１回 

キャラバンメイト、城東区包括

支援センター、城東・放出包括

支援センター、城陽包括支援セ

ンター、菫・鯰江東包括支援セ

ンター、認知症地域支援推進員

各回約１０人程度 

・各分科会（広報班、体制

づくり班、フォローアップ

班）に分かれての話し合い 

・認知症サポーター養成講

座の開催について 

 

イ）地域包括支援センター・総合相談窓口(ブランチ)の周知啓発及び認知症の 

理解・認知症予防普及啓発等 

   令和３年度も地域活動や百歳体操などの開催が、新型コロナウイルス感染症

拡大などの影響により、見合わせされることが多かったため、「地域包括支援

センターだより」を年３回発行し、聖賢地域、成育地域、榎並地域、鯰江地域



の４連合の町会班回覧を活用し、周知活動や認知症の啓発記事を掲載するなど

工夫した。 

 

ウ）医療・介護・福祉の連携のための研修会 

開催日 主な出席者 内 容 

令和３年８月２４日(火) 

区在宅サービスセンター 

医療・介護・福祉

関係従事者等  

 

多職種学習会 

①「独居世帯への支援、金銭管理な

どにおける留意点について～法律の

理解とともに～」 

講師：青木佳史弁護士 

（きづがわ共同法律事務所） 

②「高齢者虐待の早期発見・防止な

どの権利擁護について」 

講師：地域包括支援センター職員 

 

エ）地域包括ケアフォーラムの開催 

開催日 主な出席者・人数 内容 

令和３年９月４日(土) 

 

区在宅サービスセンター 

 

オンライン（ZOOM） 

 

一般住人、民生委員、

地域福祉支援員、医師

会、介護支援専門員、

鯰江ブランチ、蒲生ブ

ランチ、認知症初期集

中支援チーム、区内地

域包括支援センター 

講演「認知症～接し方と運転の

問題～」 

講師：河原田洋次郎氏（大阪市

立弘済院附属病院精神神経科

部長） 

総評：高田淳氏（城東区医師会

副会長） 

 

（２）家族介護支援教室 

   介護を要する高齢者を在宅で介護している家族及び地域住民に対し、高齢者の

介護に関する知識の習得、介護負担の軽減、心身のリフレッシュを図るために講

演会・交流会、エコバックの配布や城東区認知症オレンジガイドの配布を行った。 

 

ア）講演会・交流会の開催 

開催日 主な参加者 内 容 

①令和３年６月３０日（水) 

②令和３年７月１０日（土) 

区在宅サービスセンター 

一般住民  

「ウクレレ音楽療法」 

講師：坂根 剛 氏 

「こけ玉づくりでリフレッシュ！」 

講師：川野みどり氏 

 

 



（３）認知症強化型地域包括支援センター事業 

認知症やその家族が、地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症

強化型地域包括支援センターでは、「認知症初期集中支援チーム」、「認知症地域支

援推進員」、「認知症地域支援コーディネーター」を配置し相談対応した。 

①認知症強化型地域包括支援センター 

   ア）認知症施策推進会議 

会議回数 主な出席者 主な内容 

２回    

（書面開催も

含む） 

区地域包括支援センター運遺影協議

会委員、区保健福祉センター、城東区

地域包括支援センター、城東・放出地

域包括支援センター、城陽地域包括支

援センター、菫・鯰江東地域包括支援

センター、鯰江地域総合相談窓口、蒲

生地域総合相談窓口 

・区の認知症に関する地域

課題の検討・共有と取組み

について 

・認知症初期集中支援推進

事業について 

・オレンジサポーター地域

活動促進事業について 

 

 

イ）認知症初期集中支援推進事業にかかる関係者会議 

開催回数 主な出席者・人数 内 容 

３回      

（書面開催を

含む） 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、医師

会訪看、野江訪看、在宅医療コーディ

ネーター、在宅歯科コーディネータ

ー、済生会野江病院、介護支援専門員

協会、居宅介護支援事業者連絡会、リ

ハビリテーション事業所連絡会、認知

症初期集中支援チーム、区保健福祉セ

ンター、城東・放出地域包括支援セン

ター、城陽地域包括支援センター、

菫・鯰江東地域包括支援センター、城

東区地域包括支援センター 

各回約 30人 

・認知症初期集中支援推進

事業について 

・オレンジサポーター地域

活動促進事業について 

・認知症ケアパス（認知症

あんしんガイド）について 

・認知症地域ケアフォーラ

ムについて  

 

ウ）認知症支援ネットワーク会議 

会議回数 主な出席者 主な内容 

９回 

医師会、城東区地域包括支援センタ

ー、城東・放出地域包括支援センタ

ー、城陽地域包括支援センター、

菫・鯰江東地域包括支援センター、

蒲生地域総合相談窓口、鯰江地域総

合相談窓口、区保健福祉センター、

在宅医療・介護連携支援相談室、認

知症地域支援推進担当 

・令和 3 年度の取り組みにつ

いて 

・地域包括ケアフォーラムに

ついて 

・認知症初期集中支援チーム

との連携について 

・認知症についての地域課題

の検討 



エ）認知症啓発映画会の開催 

開催日 主な参加者 内 容 

令和４年３月１４日（月) 

 区民センター ホール 

一般住民 

200人  

①ゆうゆうオレンジチームについて 

②映画「ばあばはだいじょうぶ」上映 

 

オ）地域包括ケアフォーラムの開催 

開催日 主な出席者・人数 内容 

令和３年９月４日(土) 

区在宅サービスセンター 

オンライン（ZOOM） 

 

一般住人、民生委員、地域

福祉支援員、医師会、介護

支援専門員、鯰江ブラン

チ、蒲生ブランチ、認知症

初期集中支援チーム、区内

地域包括支援センター 

講演「認知症～接し方と運転

の問題～」 

講師：河原田洋次郎氏（大阪

市立弘済院附属病院精神神

経科部長） 

総評：高田淳氏（城東区医師

会副会長） 

 

②認知症初期集中支援推進事業 

適切な医療や介護サービス等に結びついていない城東区内在住の認知症ま た

は認知症の疑いのある方を対象に、専門医と医療・福祉・介護の専門職で構成

するチームがご本人や家族、民生委員、関係機関などから相談を受け、家庭訪

問を行い、認知症に関する総合アセスメントを行った。そして、チーム員会議

を開催し、一人ひとりに合った支援の方向性を検討し、ご本人やご家族の自立

した生活の支援を行った。 

 

ア）訪問支援対象者人数（令和３年４月以降の新規相談＋前年度からの継続支援者の合計） 

男 女 合計 

３３人 ６６人 ９９人 

 

イ）支援状況 

支援終了者 継続支援中 合計 

６７人 ３２人 ９９人 

  

ウ）対象者世帯類型別 

独居 
夫婦 

のみ 

未婚の

子と 

同居 

夫婦と未

婚の子と

同居 

子と 

同居 

きょう

だいと

同居 

その他 合計 

５１人 ２８人 １１人 ７人 ０人 ２人 ０人 ９９人 



 

エ）相談経路 

家族（同居２０人、別居５人） ２５人 

地域包括支援センター・ブランチ 

（城東区、城東･放出、城陽、菫･鯰江東） 
４６人 

城東区社会福祉協議会事業 

(見守り相談室、介護予防事業、生活困窮者自立相談支援事業) 
８人 

区役所 ４人 

本人 ２人 

医療機関 ８人 

家主・管理会社 ０人 

町会関係 １人 

近隣 ０人 

その他 ５人 

合計 ９９人 

 

オ）介入時、介入後の医療・介護サービス利用状況 

 医療・介
護サービ
ス利用 

医 療 の
み 

介 護 サ
ー ビ ス
のみ 

医療･介
護 サ ー
ビ ス 両
方なし 

確 認 で
きず 

支援中 合計 

介入時 １人 ６６人 ０人 ３２人 ０人 ０人 ９９人 

介入後 ５０人 １５人 ０人 ２人 ０人 ３２人 
９９人 

（死亡 1人含む） 

 

カ）チーム員会議  開催回数  １２回 

 

キ）広報・普及啓発活動 

地域で潜在している対象者の把握と、出来る限り早期の段階でチームにつな 

げることができるように、関係機関に事業への協力依頼やちらしの配架、高齢

者や地域住民の集まる場所等に出向きチームの役割や機能について周知、広報

活動を行った。 

 

城東区社協だより掲載（５２，３５０部） ２回 

城東区広報誌（ふれあいＪＯＴＯ） ０回 

城東区社会福祉協議会ホームページ 常時 



ちらし配架 

（城東区・区役所、保健福祉センター、図書館、区民センター、

老人センター、スポーツセンター、子育てプラザ、地域包括支援

センター４か所、老人憩の家１６か所、クレオ大阪東、医師会館、

医師会会員１７０か所、歯科医師会会員１００か所、薬剤師会会

員７０か所） 

常時 

関係機関連絡会・会議の出席 

（城東区ネットワーク会議、認知症支援ネットワーク会議、区認

知症ネットワーク会議、キャラバンメイト連絡会、地域福祉支援

員連絡会） 

定例会議出席 

関係機関連絡会・会議・交流会の参加 

（キャラバンメイト全体会議、アクションプランプロジェクトチ

ーム全体会議、民生委員・児童委員協議会理事会、民生委員定例

会、居宅支援事業者連絡会、食事サービス運営委員会、介護支援

専門員連絡会、介護家族会、地域夏祭り） 

６回 

ふれあい喫茶、高齢者食事サービス、百歳体操、元気体操 ２回 

介護予防教室、認知症予防地域活動、地域活動、自治会サロン １５回 

認知症カフェ ６回 

掲示板（地下鉄駅構内） ８か所 

イベント（映画上映会） １回 

認知症サポーター養成講座 ５回 

地域フォーラム・地域医療講座・勉強会・研修 １２回 

自治会サロン共催 ０回 

地域相談会・相談カフェ ３回 

医療機関 個別訪問 ２６回 

全戸配布 ０回 

 

ク）認知症地域支援推進員活動状況 

若年性認知症支援 ２４人 

若年性認知症相談 延べ件数 ２０４件 

認知症の支援困難症例の主たる支援機関からの相談 ５５人 

認知症カフェの側面的支援（城東区認知症カフェ９件） ３５回 

他の地域包括支援センターや、区内の事業所・施設等への、認知

症対応力向上のための支援 
１２回 

 

 



③オレンジサポーター地域活動促進事業 

認知症の人が安心して暮らし続ける地域づくりを進めるため、認知症の人やそ

の家族を中心に、オレンジサポーター（認知症サポーターのうちステップアッ

プ研修を受講した方）で構成される「ちーむオレンジサポーター」への支援を

行った。また、認知症の人にやさしいまちづくりの活動に取り組んでいただけ

る企業・団体（オレンジパートナー）の周知・募集や取りまとめも行った。 

ちーむオレンジサポーター登録件数 ４件 

オレンジパートナー登録件数 ７０件 

 


